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 クロスボーダー電子商取引（越境 EC）新政策が公布され、優遇措置の拡大に伴うビジネスチャンス 

 
中国国務院が開催した常務会議では、越境 EC小売輸入に関する政策の維持、改善及び適用範囲の拡大について決定した。この決定を
受けて、関係官庁は、国務院の方針に即した法規定の更新を公布し、越境 ECの小売輸入業向けの新しい監督管理措置を明確し、業務
の調整と規範化を行い、優遇措置の拡大を推進した。新政策は、2019年 1月 1日から正式に施行される。 
 
2018年 12月の KPMG チャイナタックスアラート（中国税務速報）では、上述の新政策の解説を公表した。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 総合保税区のハイレベルな開放・高品質の発展の促進に関する若干の意見（国務院公告[2019]3号） 

 
「総合保税区のハイレベルな開放・高品質の発展の促進に関する若干の意見」が、2019年 1月 12日付で公布された。国務院は、総合保
税区に対して国際影響力、競争力を有する５つのセンター「製造センター、研究開発・設計センター、物流の仕分けセンター、検査測定・メン
テナンス保守センター及び販売サービスセンター」の育成に力を注いている。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 
2019年 2月 1日の KPMGチャイナタックスアラート（中国税務速報）では同公告の解説を公表した。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 「通関単位登録登記証書」（輸出入貨物の荷送人・荷受人）の「多証合一」改革への取入に関する公告（税関総署、
市場監督管理総局公告[2019]14号） 

 
同公告に従い、申請者は工商登記の手続を行う際に、輸出入貨物の荷送人・荷受人の届出登記を同時に選定し、届出情報を追加記入
し、「通関申告単位登録登記証書」（輸出入貨物荷送人・荷受人）の手続きを行わなければならない。また、市場監督管理機関は、「多
証合一」の業務プロセス規定に従って手続きを処理し、市場監督管理総局と税関総署のレベルでデータの交換を実施する。税関は、企業の
工商登録データ及び商務届出情報の受領を確認してから、企業の登記手続きが既に完結したため、企業が税関の窓口への届出の提出は
不要になった。 

2019年 1月 
 

カスタムポリシーアップデート 
(税関の重要政策と最新動向) 
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同公告は 2019年 2月 1日より発効する。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 輸出危険品貨物の梱包材製造企業識別コードの調整に関する公告（税関総署公告[2019]15号） 

 
税関総署は 2019年 1月 10日付けで輸出危険品貨物の梱包材製造企業識別コードに対して、調整を行った。輸出危険品貨物の梱包
材は、国連が規定した危険品ラベルをつけなければならない、なおラベルには製造企業識別コードを含まなければならない。また、税関は、輸
出危険品貨物の梱包材製造企業に対する識別コード管理を実施しており、また、識別コードには製造企業の所在地の直属税関の情報を
示さなければならない。同公告は、公布日から施行される。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 「輸出入商品の検査・鑑定業務向けの検査許可」の審査期限の短縮に関する公告（税関総署公告[2019]6号） 
 
税関総署は、上述した検査許可の審査期限を 13営業日に短縮させることを決定した。また、同公告は 2019年 1月 2日から施行される。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 国際就航船舶給水に対する「開放式申告+認証による監督管理」の業務方式の複製・普及に関する公告（税関総署
公告[2019]9号） 

 
税関総署は、2019年 1月 4日から中国全国で国際線に就航する船舶給水において、「開放式申告+認証による監督管理」の業務方式
のコピー・普及を展開させ、関連事項を下記の通りである。 
 
一、 国際線に就航する船舶の飲用水供給事業者（以下「給水事業者」）は、船舶に供給した飲用水の安全と衛生に対する責任を負

い、飲用水の安全と衛生に関わる第一責任者である。 
 

二、 税関は、船舶給水事業者に対するリスク分析・評価を行い、そのリスク評価の結果によって規定要件に満足した企業に対して、開放式
申告を施行する。 

 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 一時輸出入貨物に対する監督管理の関連事項に関する公告（税関総署公告[2019]13号） 

 
税関総署が 2019年 1月 9日付けで公布した主な内容は、以下の通りである。 
 
（一）中国税関は、「一時輸入に関する通関条約」（即ち、「イスタンブール条約」の付加条約 B.2「職業用具に関する付加条約」及び
B.3「コンテナ、パレット、梱包材、見本及び他の事業運営に係る輸入貨物に関する付加条約」）の受入範囲を拡大し、「職業用具」及び
「商品見本」の ATAカルネの利用を拡大したが、付加条約 B.3の第 2条第（2）項及び第（3）項を保留した。コンテナ及び関連付属
部品・設備、コンテナ保守用部品一時輸入の場合は関連規定に従って税関の手続を行う。 
 
（二）税関に承認された ATAカルネで輸出入貨物の一時輸出入期限は、カルネの有効期限と一致する。 
 
（三）国外からの一時輸入貨物（ATAカルネで一時輸入の貨物を除く）は、税関特別監督管理区域又は保税監督管理場所に移動
した場合、管轄地の税関は「中国人民共和国税関輸出貨物通関申告書」に従い、一時輸入貨物に対する消込手続きを行う。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2176924/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2165028/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2170499/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2172143/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2176093/index.html
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 「中国人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範」の改訂に関する公告（税関総署公告[2019]第 18
号） 

 
税関総署は、輸出入貨物の荷受人・荷送人向けの通関申告手続き規範化を図り、輸出入貨物通関申告書の記入事項を統一するた
め、「中国人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範」（税関総署公告 2018年第 60号）の改訂を行った。改訂後の規範は
2019年 2月 1日より施行される。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。 
 

 税関監督管理方式の増設に関する公告（税関総署公告[2019]第 20号） 
 
税関総署は、「特許権使用料の事後課税（コード 9500）」という税関監督管理方式の増設を決定した。納税義務者は貨物輸入後に特
許権使用料を支払い、かつ特許権使用料の支払後において規定の期限内に税関に申告を行い、納税する場合に当管理方式を適用す
る。同公告は 2019年 3月 1日から施行される。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。    
 
 
 
    
 
 一部の規範性文書の改訂に関する深セン税関の公告（深セン税関公告 [2019]1号） 
 
2019年 1月 11日、深セン税関は深セン税関公告 2017年第 2号、2018年第 15号に対して改訂を行った。改訂した主な内容は
下記の通りである。 
 
一、「保税展示取引業務の展開に関する深セン税関の公告」（同公告は 2017年第 2号として公布されたが、2018年第 3号に基
づき改訂した。）の改訂内容は以下の通りである。 
 
（一）第 1条の内容は、「保税展示取引とは、税関特別監督管理区域内の企業（以下「展示経営企業」）」が税関管轄区域内
の保税貨物に対して、保証金を支払った後に保税貨物を管轄区域外に運送し、展示及び販売を行う経営活動をいう」と改訂されてい
る。 
 
（二）第 2条の内容は、「深セン税関管轄区域に保税展示取引業務を行えるのが深セン税関管轄区域において登録・登記手続を
行った企業のみである」と改訂されている。 
 
（三）第 14条の内容は、「税関が保税展示取引対象貨物の国内販売輸入課税手続を処理する際、『中国人民共和国税関国
内販売保税貨物課税価格査定弁法』の関連規定に基づき課税価格を査定する」と改訂されている。 
 
（四）第 15条の内容は「許可証に係る保税展示取引に対しては、展示経営企業が貨物の販売前において、税関総署の許可証の
オンラインレビューなどに関する法規定に従って関連手続を行わなければならない」と改訂されている。 
 
二、「『ロット単位での輸出入、集中申告』の業務の展開に関する深セン税関の公告」（2018年第 15号）は下記の通りに改訂され
た。 
 
第 5条の内容は「分割運送・集中申告の方式を適用する輸出入貨物は、許可証管理にかかわる場合、区内企業は、税関総署の許
可証のオンラインレビューなどに関する法規定に従って手続を行わなければならない」と改訂されている。 
 
詳細はこちらのリンクをご参照ください。  

地方税関政策の最新動向 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2277900/index.html
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